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指揮 /山上 純司 (ゃ まがみ じゅんじ)

ビアノ /土田

1975年 東京生まれっ
4歳よリビアノを始め、ヤマハ音楽教室専門コース修了.桐朋学□大学附属子

供のための音楽教室修 J´ .桐 l15女子高等学校音楽利 (共学)キ[席卒業.

1994年 、桐朋学国大学音楽学部ソリス ト・デ ィプロマコースを経て渡露。
2000年、モスクワ音楽院を実技 5+で卒業.

2001年、第 1回仙台国際音楽コンクール、セ ミファイナリス ト.

2002年、モスクワ音楽院大学院修 i´ .

2002年、第 3回 ラフマニノフ国際ビアノコンクール (モ スクワ)に て第 1位
を受賞。
2004年、ロシア・ベル ミril長 より功労感謝状を授与 される.2005年、帰国.

モスクワ音楽院大ホール及び小ホールにて協奏山とリサイタルを数F]開催.モ
スクワ、タンボフ、イジェフスク、ベルミ、ヴォローネジ、オムスク、ヴォログダ、キスロヴォツク、トゥーラ、
ベルゴロ ド等にてリサイタル、協奏曲のソリス トとして出演.フ ェ ドセーエフ、コーチネフ、アンナマメー

ドフ、シェスタコフ、ヴァシーリエフ、デャチェンコ、タブリク等の指揮者と協演ぅ国内各地にて リサ
イタル・コンサー ト開催ぅ
ボリショイ交響楽団 (BSO)、 モスクワ交響楽団、ヤロスラブリ交響楽団、オムスク交響楽 1寸 |、 タンボ

フ交響楽 1寸 |、 ミンボー ド交響楽団、IIRTク ロアチア放送交響楽団、秦野市民交響楽団、町Hフ ィルハー
モニー交響楽団、人江戸交響楽団、会津若松市民交響楽 1寸1等 と協演 c

ビアノを小西由紀子、坂出晴美、兼松雅 r、 A ムンドヤンツ、V メルジャーノフの各氏に師 Tiぅ

伴奏法をM クラフチェンコ、市内楽をモスクワ トリオのA ボンドゥリャンスキー、指揮をE クス

トフスキーに師事.

「ラフマニノフ・24の プレリュー ドJ2枚糸卜iCDを ムジークレーベンよリリリース.

2007年 11月 クロアチアのザグレブ弦楽四重奏 1寸|と 日本大学カザルスホールで協演 .

2007年 3月 、及び2008112月 、タイ。バンコクにてリサイタル.

2008114月 、モスクワ音楽院ラフマニノフホールにてリサイタル.

2008年 10月 、クロアチアの首都ザグレブにてグリーグの協奏曲をHRTク ロアチア放送交響楽団と協
演し、当地のテレビやラジオにて放 映された。

現在、尚細学院大学女子短期大学部専任講師.宮城学院女子大学非常■lJ講師t

♪今回の演奏会にあたり、ご指導いただいた先生がた<敬称略>♪

木原亜 11、 小泉智彦、高山泰利、平林同|

1960年 水戸市4iま れc東京藝術大学音楽学部指揮利卒業。同大学院音楽研究
科指拝専攻前期修士課程終了.

汐澤安彦、遠藤雅古、渡邊暁雄、ビクター・フェル ドブリル各氏のもとで学ぶ.

大学院 2年次より作陽音楽大学に勤務、オーケス トラ、吹奏楽及び指揮法を担
当.94年 3月 まで専任講師、助教授を務めた。
90年 より2イF問北西 ドイツ音楽アカデ ミー・デ トモル ト音楽大学に留学 t

カール・ハインツ 。ブレメケ教授、ペーター・ヤコビー教授 らのクラスで、主に
オペラの指揮を学ぶ。

また、モーシェ・アツモン、ガリー・ベルテ ィーニ、 ミヒャエル・ギーレン、
ミクローシュ・エルディリー各氏からも指導を受ける(,

留学中よリルーマニア国立オラディアフィルハーモニー交響楽団、チェコの西
ボヘ ミア交響楽団、ポーランドのフィルハーモニア・ズデッカ等の定期演奏会に出演 .

また、 ドイツではオッフェンバックのオペレッタ「CROQUEFER」 の公演を指揮 した.

|1本 ではこれまでに群馬交響楽団をはじめ、札幌交響楽団、ニューフィル 千葉、神奈川フィル、名占
屋フィル、大阪フィル、オーケストラアンサンブル金沢、岡山フィル、広島交響楽 1寸1等 を指揮 している。

オペラの分野では、「フィガロの結婚J「 コシ・ファン トゥッテJ「魔笛J「 こうもりJ「 1/1姫 」
「リゴレットJ「 ラ・ボエームJ「蝶々夫人」「カルメンJ、 バレエの分野では、「くるみ害Jり 人形J「 白鳥の
湖J「 ドン・キホーテJ等 を指llliし ている.2003年ハイドンのオペラ「無人島Jで新国立劇場初登場し
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定克 1っ らだ さだかつ|



&zα力%鶴 ル ηタカθの Oπttas′π ttθ 9θ〃 Rcク Jαγ ttπθιγ′

P.チ ャイコフスキー
ル′ιγ■力αttθυsり

S.ラ フマニ ノフ :

Sι '撃グRαθカタ2oαπグπθυ

D。 シ ョスタコーヴィチ :

D22zグ′π S力θs′α力θυグθカ

パガニーニの主題による狂詩曲
Rλ″Sθのθ%α ttθ %θ グλgα%グπグ

[ピ アノ独奏]:土田 定克
SαJα力αお%rSしrm24,P/

[指揮]:山上 純司

ノπηリンう4MAGHル賀i Cθπグ.

スラヴ行進曲
S′αυθ%グθ Mα夕lθ力

交響曲 第 5番 二短調
助πタカθの助 .5グπDπグπθγ



本日演奏する曲の作曲家、チャイコフスキー(1840～ 1893)、 ラフマニノフ(1873～ 1943)、 ショスタコー

ヴィチ (1906～ 1975)の 3人 を並べると、帝政ロシア末期からソビエ ト連邦後半までに亘り、まさに

その作品や経歴はロシア近現代史と重なります。曲口を紹介する前に少しこのあたりのことを記したい

と思います。

はじめにお届けする「スラヴ行進曲Jは、後半の曲目紹介にも記しているとおり、1876年 のセルビア (ロ

シアと同じスラヴ民族の国)と オスマン・トルコとの間に生じた戦争を背景にしていますが、この戦争

をきっかけとして1877年 にはロシアとオスマン・ トルコが戦っています。当時ロシアは南下政策の一̂環

として「汎スラヴ主義の盟主Jを旗にバルカン半島への進出を日論んでいるところでしたので、当時こ

の地域を支配していたオスマン・ トルコとは幾度となく戦争をしています。

この時の戦争ではロシアが勝利 していますが、その後時代は ドって1904年 、今度は極東への進出を

巡って日本との間で回露戦争を戦います。そして、この戦争では日本が勝利 します。この日本の勝利は、

オスマン・トルコで大変な関心を呼び、 トルコが親日国家となった所以と言われています。因みに、そ

の勝因となった日本海海戦において日本海軍の連合艦隊を率いていた東郷平八郎の名前は、 トルコでは

トーゴー通り、 トーゴービールの名で今でも残っているようです。

その後のロシアでは、日露戦争の敗戦も影響し革命が発生、1917年 の十一月革命により帝政ロシアは

崩壊します.こ の十一月革命の際、チャイコフスキーの音楽に魅了され、かつ、生前のチャイコフスキー

からも高く評価されていたラフマニノフはアメリカヘ向けて出国.以後、三度と祖国へ戻ることはなく、

アメリカで活動していくこととなります。このように活動の場はロシアからアメリカヘと変わりました

が、メロディーメーカーと言われたチャイコフスキー同様、哀愁を帯びた美 しい旋律の曲を作曲し続け

ています。有名なピアノコンチェル ト第 2番や交響曲第 2番はロシア時代に、本日演奏する「パガニー

ニの主題による狂詩曲」や「交響的舞曲Jはアメリカに渡ってから書かれたものです.

十一月革命後のロシアでは様々な混舌Lの後、1922年 ソビエ ト社会主義共和国連邦が成立します.し ば

らくは権力闘争がありますが、やがて政治体制が確立すると芸術分野においても「社会主義リアリズムJ

―「形式において民族的、内容において社会主義的Jの路線が求められるようになります。そして、この

路線に反すると目されると、ソビエ ト共産党より厳しい批判に晒され社会的に抹殺されてしまう状況に

なりました。このような環境で作曲を行っていたショスタコーヴィチは、そもそもチャイコフスキーや

リムスキー・コルサヨフ等と共に西欧音楽を取り込みロシア音楽の確立に尽ブ」したグラズノフに学んだ

作曲家でしたが、その西欧的な作風を理由として、1936年 、1948年 の三度に亘り批判に晒され、その都度、

政府が自国の音楽に求めた路線に従った作品や当局に迎合した共産党賛美の作品をつくることで名誉を

回復しています。本 Hお届けする交響曲第 5番 も、正に名誉回復を賭けて作曲された曲です。

少しくどくなりましたが、ロシア、ソビエ トの近現代を生きた3人に思いを馳せつつ本日のプログラ

ムを楽しんでいただければ幸いです。それでは、それぞれの曲を紹介します。

1.スラヴ行進曲 op.31 p.チャイコフスキ…
セルビア (ロ シアと同じスラブ民族の国)と オスマン・ トルコとの間に戦争が生 じた1876年 、ロシア

の指揮者ニコライ・ルビンシュテインは負傷兵慰問基金募集の慈善演奏会開催を呼びかけました。チャ

イコフスキーはその呼びかけに応え、この曲を作曲しましたc同年モスクワで初演 されています。

曲は、コン トラバスとティンパニを伴奏にファゴットとヴィオラが奏でる変口短調の重苦 しい旋律か

ら始まります。この旋律は楽器を変えて何度も現れますが、戦意を駆 り立てていくように次々とスラヴ

風の旋律が現れ進んでいきます。そして終盤、ロシア国歌「神よツァーリを護 り給えJの旋律も加わり、

スラヴ民族の勝利を高らかに言「
い たげるようなクライマックスが訪れ、曲は力強く終わります.



2.パガニーニの主題による狂詩曲 op.43 S.ラフマニノフ
この曲は、タイトルにもあるとおリバガニーニの「無伴奏カプリースJ作品一の第24曲 イ短調の曲を

主題とする変奏曲として、1934年 に、作山、初演されたものです。

作曲したラフマニノフ自身がピアノのヴィル トゥオーソ (技巧的に優れた演奏家)で あり華麗な演奏

を披露する巨匠であったことから、この曲も複雑で技巧的な作品となっており、ビアノの華麗な名人芸

と色彩豊かな管弦楽の掛け合いが聴き所となっています。

曲は、短い序章から始まった後、主題が24回変奏され、コーダで終わります。なお、パガニーニの主

題の他にも、ベルリオーズ作曲「幻想交響曲Jの第 5楽章でも使用されていることで有名なグレゴリウ

ス聖歌の「怒りの日Jの旋律が随所に使われています。また、変奏山の中にはCM等で耳にすることの

ある有名な旋律も出てきますので、お楽しみください。

3.交響曲第 5番二短調 op.4フ D.ショスタコーヴィチ
この曲は、1937年 に作曲され、同年、ソヴィエ ト革命二十周年記念日に、ムラヴィンスキー指揮のレ

ニングラー ド・フィルハーモニー交響楽団により初演されました.

作曲したショスタコーヴィチは、1924年 発表の交響曲第一番でソビエ ト連邦の楽壇に華々しくデ

ビューし、その後の活躍により「ソ連の天才Jと して国際的名声を得るまでになります。しかし、1930

年代に人ると、前半に記したとおり、社会主義国家体制が確立 し、芸術分野においても「社会主義リア

リズムJと して「簡潔。明確・真実Jが要求され、ショスタコーヴィチの曲はそれらに反するものとして、

ソ連共産党より激しく非難されることになります。この結果、生存さえ危機にElulさ れる状況におかれる

こととなりますが、批半Jを 内省して、この交響曲第 5番 を書き上げます。この曲は発表直後からソビエ

ト国内で高く評価され、ショスタコーヴィチは再び当局の信頼を得てその名声と地位を回復することと

なります.

このような経緯から、体制に迎合した芸術家とみなされることになりますが、死後に出版された「ショ

スタコーヴィチの証言Jにて、反ソ連的な姿勢が明らかとなるに及んで、政治に翻弄された悲劇の芸術

家として見られることになりました。

ただ、現在では同書は偽書であることが判明し、ショスタコーヴィチの真意は判然としません。この

曲はベー トーベンの交響曲第 5番 と同様、「昔悩から勝利へJの精神が謳われていると言われますが、

一方では、様々な反体制的姿勢が織り込まれているとも言われています。本日の演奏を聴いてくださる

皆さんは、どのように感じられるのでしょうか ?

曲は、次の四楽章からなります。それぞれの楽章の具体的な説明の代わりに、ソ連の評論家 (第一楽

章から第二楽章)と作曲家本人 (第四楽章)に よる楽章ごとの説明を記します。

第一楽章 モデラー トーアレグロ 。ノン・ トロッポ

「自問・・・ 。または幼児の思い出J

第二楽章 アレグレット

「再びかえりこぬ過去への皮肉な微笑」

第三楽章 ラルゴ

「涙のとしみにあふれJ

第四楽章 アレグロ 。ノン・ トロッポ

「これまでの諸楽章に課せられたあらゆる課題に対する解答」

(Fg K.M)



団員出演者名簿

名誉団長 :‖ 比谷
｀
F一郎

団長 :山 本 賢二

ライブラリアン:石橋 智子

コンサート・マスター :五味 俊哉
事務局長 :田 中 幸

会計 :曽根 民子

マネジャー ://r川 敬 /今城 信彦
桐本 十二/鈴木 美緒
蛸島 茂樹

今年度 よ り、常任指揮者 を空席 といた しま した。古谷誠―先生の永年 にわたる鎌倉交響楽団への ご指導 に対 し、団員―同心 よ り感謝 いた します

lstヽriolins

青 lll‖  由紀

石川 雄太

岩谷かおり

川西 清美

桐本 十二

五味 品子

O五味 俊哉

自水 千品

菅井 直介

鈴木 政彦

曽根 民 r
武政 宏晃

富岡 陽 r
土Fl玄 太郎

土「1 寛子

福山 彩子

本 llJま り f

八木 育江

2nd Violins
青木 淑 r
新井 俊成

石川  静

石橋 智子

梅原 哲郎

小川  穣

栢原 穂貴

O河原  寛

河原勢津 r
鈴木 渉子

関日 杏奈

多田 廣之

中橋美木 チ

馬場 潔子

望月由佳子

山岡 祐介

山崎  隆

Violas
阿部 明美

石川 まり

梶  成彦

梶原 庸子

0“ i々 木敬史

高橋 良 r
田中 順子

中川 孝之

正木 基身

iFlサ カエ

0水上  清

Cellos
O飯田 達男

大庭 仲仁

梶  淳 r
佐藤 洋 子

志村 篤 子

鈴木 達広

中井 良樹

O中川 優子

中野太一朗
二川 有 F
毛利 史 r

Contrabasses
大内 達郎

佐藤  II:
O中村 安孝

原  宏造

O福島 晋哉

丸  陽 r

矢野  健

渡辺  均

Rutes&Piccolo
菊竹 秀夫

0曽根 美樹

高橋 弘子

高畑 裕恵

Oboes
O桑野 若莱

中橋 英純

山寄  哉

山本 賢 1

Cla�ne爛
内円千枝 予

局 III藝:矢日r
鈴木 美緒

0前沢  実

ll l山 奇   ‖Tl

Bassoons
冨井 一夫

i原  一真

0矢吹 紀 r

Horns
芥川  敬

市川  靖

露木 朋子

福地 中希

III山音  不‖ハン

0111円  克彦

Trumpe撻
後藤三穂子

竹内 純子

津金 勝・lt

O福地 稔栄

Trombones&Tuba
有賀  功

O桜井 貞志

瀬島 一海

府川 創作

O煤孫さえ F

Percusslon
今城 信彦

0太田  純

高橋 IF彦
蓑円 俊之

※鈴木 謙人

Harp
※森 真餞1美

Piano&Celesta
※ 鈴木 美祐

Ｏ

Ｏ

※

パートリーダー

1寸1友

賛助出演

″ 物 |●″ |ボ暉 卿

インプラント・審美歯科

鎌倉駅西日みずほ銀行向かい 。勝烈庵 2階
TEL&FAX 0467-24¨0882 http://www tanaka― dc com/



♪鎌倉交響楽団 市民文化祭2009 特別演奏会 1第 94回 )

日時 :2009年 11月 7H(土 ,14時 間演予定
場所 :鎌 倉芸術館 大ホール 入場料 :¥l,000(全 席「1山  当日本有 1定 )

曲目 :モ ーツァルト 交響曲第39呑 変ホ長調
グレンダール トロンボーンly/」 奏曲 トロンボーンソロ ll川 雪野
バルトーク オーケストラのための協奏曲

指揮 :二 ,t lH人

彙媚どち イヽ孫ごゴ
菫 講 :革蔦廿

Ъ古望 け
』
が 高 ,剛 吟 帥 当 日券補 句

巽
ミ  指揮 :小泉 看彦 襲

曇露爵塁轟≦
均`
品る!〃homepage2.nifty com/kso/ ■攣確韓I蓋

HAIR SALON

JURlelMODE

鎌 倉 市 御 成 町 ‖ -2
(や のやビルB:)

丁EL(0467)22-4105

和風居酒屋れのれん
0営業時間 で

平日       休日
PM4130-AM12:00   PM3:00^´ AM12:00

大晦日 元旦体業

(́0467)46-0080

仲
通
り
商

店
街

信 頼 と 確 か な 技 術 の 店

メガネの専門店
八 幡 宮 前 通 り

森 川 眼 鏡 店
メガネの事ならなん でも相談

お気軽 に。
●遠中近多焦点レンズ
●中近多焦点レンズ
●近近用レンズ

あなたに合つたメガネ

を御調製致 します。

弦楽器工房れ咸

神奈川県横浜市港北区

篠原町149711
TEはFAxio454234233

■営業時間:1000～ 1900

×1000～ 1300予 約制

■定体 日:日 月 祝祭 日

健保・ 労災取扱

大 船
接 骨 院

佐 藤 和 義

大船駅東ロルミネ前

サ トウビル

●04●ア(45)67000

輸 入 楽 譜 専 門

(株 )カマクラムジカ
TEL.0467-24-8766
FA× 0467‐ 22-9755

〒2480003鎌 倉市浄明寺2‐ 1‐ 33

定休 日=日 曜 日・祝祭 日

全 国 す ぐ
郵 送 し ま す 。

耳鼻咽喉科 、アレルギー科 、神経耳科 (め まい診療 )

一千
鎌倉・小町壱番館ビル 3階  院長

電話 (24)7273
芋川英紀



鎌 倉 と い え ば

鳩 サ ブレーン
豊 島 屋

金兼だ彗ノ 中ヽ香Eヨ高■達∃ヒ⊃
TEL 0467-25-0810(イt)

アトリエЙ酪�Rゎゃ)

「食料品から衣科品きで」

古布ちりめんの香袋など

オリジナル商品、かわいいもの、素敵なもの、

両手いつぱいに有ります !

世界で一番小さいデパート

0トリエK8tT(わや)

フリークイヤん 0120-50‐ 2615
h‖p://homepage3.nifly.oom/k-1/

芍fresh ぁなたに、あたらしく。

本黄)兵釜艮イラ
鎌倉支店

BankofYokohama         ttEL:0467-23-3131

《製作・修理・毛替・販売》

TEL.045‐ 261‐5300 〒231横浜市中区花咲田12‐77 大久保ビル2F ●営業時間/AM10:00～ PM7:00(日・祭休み)


